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第 4版：2021年 8月 5日 

循環器内科に通院中の患者さまへ 

 

当院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた記

録をまとめるものです。この案内をお読みになり、ご自身がこの研究の対象者にあたる

と思われる方の中で、ご質問がある場合、またはこの研究に「自分の情報を使ってほし

くない」とお思いになりましたら、遠慮なく下記の担当者までご連絡ください。ご協力

頂けなくても不利益になることは一切ありません。なお、本研究は大学病院医療情報ネ

ットワーク（UMIN）のデータベースへ臨床研究登録されます。

http://www.med.oita-u.ac.jp/junkanki/にて閲覧可能です。 

なお、本研究は本研究の代表施設である国立循環器病センターおよび本学において倫理

審査を受審・承認されており、それぞれの機関の長の許可を得て実施しています。 

 

【対象となる方】2015年 11 月 1 日～2017 年 5月 31 日の間に急性心筋梗塞症で入院さ

れた方 

 

【研究課題名】日本における急性心筋梗塞患者の治療および予後の実態調査 

 

【研究責任者】髙橋 尚彦 大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 教授 

 

【研究の目的】急性心筋梗塞診療の現状を把握し今後の診療の改善に役立てるため 

 

【利用するカルテ情報・資料】 

診断名、年齢、性別、身長、体重、血液検査、画像検査、心電図検査、内服薬、冠動脈

治療の有無／方法、予後など 

 

【研究期間】2015年 12月 11日より 2023年 12月 31日まで（予定） 

 

【個人情報の取り扱い】 

 お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会

や学術雑誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。 

 

【利益相反】 

「利益相反」とは，研究成果に影響するような利害関係を指し，金銭および個人の

関係を含みますが，本研究に関わるすべての者は、本学の利益相反マネジメントポ

リシーに抵触する利益相反はありません。また研究責任者及びその他関係者は、各



 

2 

 

所属学会及び所属施設の利益相反マネジメントポリシーに従う等、適切にこれを管

理し、試験成績の発表を予定する学術集会や医学雑誌の求めに応じて適切に開示す

ることとしています。 

 

【その他】 

本研究においては、公的な資金である大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講

座の寄附金を用いて研究を行いますので、患者さんの費用負担はありません。 

 

【問合せ先】 

国立循環器病研究センター 心臓血管内科    担当医師  本田怜史 

電話 06-6170-1070（代表） 

大分大学医学部附属病院 循環器内科      担当医師  秋岡秀文 

（あきおか ひでふみ） 

電話 097-549-4411（代表） 内線（6166） 

 

【使用させていただく情報の保存等について】 

本研究で収集した情報は、この研究の論文発表後１０年間の保存を基本としており、

保存期間終了後は、シュレッダーにて廃棄したり、パソコンなどに保存している電子デ

ータは復元できないように完全に削除します。ただし、研究の進展によってさらなる研

究の必要性が生じた場合は、新たな研究計画書を作成し、倫理委員会の承認を得た上で、

当初の保存期間を超えて保存させていただきます。 

 

【外部への試料・情報の提供】 

本研究で収集した情報は、学術研究の目的のため、本研究の主施設である国立循環器

病院研究センター内のデータセンターへ提供します。なお、国立循環器病院研究センタ

ーへ提供する際は、研究対象者である患者さん個人が特定できないよう、氏名の代わり

に記号などへ置き換えますが、この記号から患者さんの氏名が分かる対応表は、大分大

学の研究責任者が保管・管理します。なお、取得した情報を提供する際は、記録を作成

し大分大学医学部循環器内科・臨床検査診断学講座で保管します。 

情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称 

東北大学 循環器内科 教授               安田 聡 

  大分大学医学部循環器内科・臨床検査診断学講座 教授   髙橋 尚彦 

 

【研究組織】 

 ●本学における研究組織 

 研究責任者 
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 大分大学医学部循環器内科・臨床検査診断学講座 教授 髙橋尚彦 

 研究分担者 

大分大学医学部循環器内科・臨床検査診断学講座 助教 秋岡秀文 

大分大学医学部循環器内科・臨床検査診断学講座 准教授 油布邦夫 

大分大学医学部附属病院循環器内科 助教 篠原徹二 

大分大学医学部循環器内科・臨床検査診断学講座          助教    近藤秀和 

大分大学医学部循環器内科・臨床検査診断学講座          助教   齋藤聖多郎 

大分大学医学部附属病院循環器内科                医員     三好美帆 

大分大学医学部附属病院循環器内科                医員     藤浪麻美 

大分大学医学部附属病院高度救命救急センター      病院特任助教  石井悠海 

大分大学医学部附属病院高度救命救急センター        病院特任助教  川野杏子 

 

●研究全体の実施体制 

主任研究者 

 東北大学 循環器内科・教授 安田 聡 

副主任研究者 

 日本心臓血圧研究振興会・常務理事、榊原記念病院・常勤顧問 住吉徹哉 

 横浜市立大学付属市民総合医療センター心臓血管センター・教授 木村一雄 

 榊原記念病院・副病院長 高山守正 

川崎医科大学総合内科学 3教室・教授 小島 淳 

  

参加施設 

別紙参加施設一覧をご覧ください。 

 

 



施設No 施設名 部署

S001 独立行政法人 国立病院機構 北海道医療センター 循環器内科

S002 国立大学法人弘前大学 循環器内科

S003 岩手医科大学 循環器内科分野

S004 国立大学法人山形大学 医学部内科学第一講座

S005 国立大学法人東北大学 循環器内科学

S006 公益財団法人 日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院 循環器内科

S007 独立行政法人労働者健康福祉機構 関東労災病院 循環器内科

S008 横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター

S009 昭和大学藤が丘病院 循環器内科

S010 国立大学法人三重大学医学部附属病院
医学系研究科 生命医科学専攻 病態制御

医学講座

S012 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 循環器内科

S013 国立大学法人愛媛大学 医学部附属病院 循環器内科

S014 国立大学法人大分大学 循環器内科

S015 国立大学法人長崎大学 循環器内科

S016 国立大学法人熊本大学 循環器内科

S017 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門

S018 長崎みなとメディカルセンター 心臓血管内科・カテーテル治療科

S021 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 循環器内科

S032 市立札幌病院 循環器内科

S033 医療法人 札幌ハートセンター札幌心臓血管クリニック 循環器内科

S034
東日本電信電話株式会社総務人事部医療・健康管理センタ札

幌病院
循環器内科

S035 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 循環器内科

S037 社会医療法人 北海道循環器病院 循環器内科

S038 ＪＡ 北海道厚生連 札幌厚生病院 循環器内科

S039 日本医科大学武蔵小杉病院 循環器内科

S040 医療法人社団 栄悠会 綾瀬循環器病院 心臓血管外科

S041 東京都立広尾病院 循環器科

S042 日本医科大学付属病院 循環器内科

S043 東京都済生会中央病院　 循環器科

S044 国立病院機構東京医療センター　 循環器内科

S045 学校法人聖路加国際大学 循環器内科

S046 社会福祉法人仁生社 江戸川病院 循環器内科

S047 杏林大学医学部付属病院 循環器内科

S048 日本大学医学部附属板橋病院 循環器内科

S049 学校法人東邦大学 医療センター大橋病院 循環器内科

S052 社会福祉法人 三井記念病院 循環器内科

S053 東京都立多摩総合医療センター 循環器内科

S054 独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター 循環器内科

S055 武蔵野赤十字病院 循環器科

S056 青梅市立総合病院 循環器内科

S057 医療法人財団 荻窪病院 循環器内科

S058 帝京大学医学部附属病院 循環器内科

S059 社会福祉法人 同愛記念病院 循環器科

S060 東京慈恵会医科大学附属病院 循環器内科

S061 学校法人東京女子医科大学 循環器内科

S062 東京医科大学病院 循環器内科

S064 大崎市民病院 循環器内科

S065 公益財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院 循環器内科

S067 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 循環器内科

S068 気仙沼市立病院 循環器内科
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